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1 1001 田貝 英明 ﾀｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ 東急世田谷線管区 神奈川県 1:20:52
2 1500 深澤 洋志 ﾌｶｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 東京陸協 東京都 1:22:33
3 1052 阪本 雅史 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｼ 神奈川県 1:24:01
4 1548 荒井 秀次 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ エビトラＡＣ 神奈川県 1:24:45
5 1600 堀越 英樹 ﾎﾘｺｼ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:27:40
6 1408 末田 慎一郎 ｽｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 横浜都筑ＡＣ 神奈川県 1:28:31
7 1297 秋山 喜徳 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 秩父高校ＯＢ 東京都 1:29:07
8 1170 野田 大介 ﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:30:21
9 1019 長田 淳 ｵｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 1:30:31

10 1092 吉沼 倫春 ﾖｼﾇﾏ ﾄﾓﾊﾙ 旭化成川崎 神奈川県 1:31:43
11 1479 神尾 直志 ｶﾐｵ ﾀﾀﾞｼ 玉川上水ラン 東京都 1:31:44
12 1466 早川 安 ﾊﾔｶﾜ ﾔｽｼ 東京都 1:31:46
13 1482 河津 洋一 ｶﾜﾂﾞ ﾖｳｲﾁ 神奈川走ろう会 神奈川県 1:31:51
14 1369 見滝 顕也 ﾐﾀｷ ｹﾝﾔ ＡＲＣ 東京都 1:32:01
15 1538 遠藤 剛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 東京都 1:32:42
16 1470 伊東 裕史 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ さいたま走友会 埼玉県 1:33:30
17 1463 奥田 一平 ｵｸﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ ＡＱＲＣ 東京都 1:33:40
18 1379 藤間 正博 ﾄｳﾏ ﾏｻﾋﾛ パイロット 神奈川県 1:33:42
19 1372 松本 正人 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄ シービーケミカル 神奈川県 1:33:53
20 1220 酒師 隆治 ｻｶｼ ﾘｭｳｼﾞ ＴＭＣｌｕｂ 神奈川県 1:34:13
21 1546 伊原 一登 ｲﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 深大寺走友会 東京都 1:34:34
22 1399 高橋 香次 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:34:44
23 1331 関村 英章 ｾｷﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 1:35:15
24 1451 平片 正憲 ﾋﾗｶﾀ ﾏｻﾉﾘ ｍｅｉｊｉＲＣ 埼玉県 1:35:20
25 1150 新見 紀幸 ｱﾗﾐ ﾉﾘﾕｷ チーム＠ 埼玉県 1:35:26
26 1025 佐々木 梓 ｻｻｷ ｱｽﾞｻ 静岡県 1:35:46
27 1559 富樫 健一 ﾄｶﾞｼ ｹﾝｲﾁ 泰成 神奈川県 1:36:04
28 1493 忠木 淳 ﾀﾀﾞｷ ｱﾂｼ 神奈川県 1:36:21
29 1633 高橋 竜哉 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 放電精密 神奈川県 1:36:43
30 1654 近本 洋平 ﾁｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 横浜好走会 神奈川県 1:36:45
31 1288 西山 昌一 ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 1:37:25
32 1452 森口 尚 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀｶｼ 東北医薬大 宮城県 1:37:37
33 1157 小杉 龍介 ｺｽｷﾞ ﾘｭｳｽｹ 神奈川県 1:37:47
34 1329 霞 健一 ｶｽﾐ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 1:37:59
35 1666 井出 洋平 ｲﾃﾞ ﾖｳﾍｲ 東京都 1:38:05
36 1396 手塚 耕一郎 ﾃﾂﾞｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 1:38:07
37 1388 青野 竜也 ｱｵﾉ ﾀﾂﾔ リコー 神奈川県 1:38:19
38 1273 及川 友生 ｵｲｶﾜ ﾄﾓｵ チームイニシア 神奈川県 1:38:24
39 1471 佐藤 仁彦 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ スズキヤ 神奈川県 1:38:42
40 1058 瀧口 知享 ﾀｷｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ サンデン駅伝部 東京都 1:38:49
41 1394 山本 隆志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ ラッコランナーズ 神奈川県 1:38:59
42 1070 藤原 新一 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ 神奈川鑑定士協会 神奈川県 1:39:13
43 1442 財津 雅之 ｻﾞｲﾂ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 1:39:59
44 1016 小俣 智 ｵﾏﾀ ｻﾄｼ ＥＲＣ 神奈川県 1:40:02
45 1730 加賀 浩之 ｶｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:40:09
46 1445 成嶋 大介 ﾅﾙｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:40:15
47 1530 山中 啓司 ﾔﾏﾅｶ ｹｲｼﾞ 神奈川県 1:40:35
48 1141 見野 善則 ﾐﾉ ﾖｼﾉﾘ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 東京都 1:40:38
49 1030 市村 和彦 ｲﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 1:40:47
50 1446 石崎 正規 ｲｼｻﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 東京都 1:40:54
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51 1662 小野寺 満 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾂﾙ ハヤブサ１２ 神奈川県 1:41:02
52 1581 長谷部 正典 ﾊｾﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ チーム マサチ 神奈川県 1:41:04
53 1391 川瀬 文裕 ｶﾜｾ ﾌﾐﾋﾛ 岐阜県 1:41:22
54 1044 野上 晃 ﾉｶﾞﾐ ｱｷﾗ 東京都 1:41:29
55 1138 丸岡 諭仁 ﾏﾙｵｶ ﾂｸﾞﾋﾄ 神奈川県 1:41:32
56 1368 志村 隼人 ｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ ＮＩＡＧＡＲＡ 神奈川県 1:41:32
57 1558 高橋 伸夫 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｵ シャローム 神奈川県 1:41:36
58 1021 森 富士夫 ﾓﾘ ﾌｼﾞｵ 厚木スキークラブ 神奈川県 1:42:08
59 1428 米原 弘之 ﾖﾈﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ さくら保育園 静岡県 1:42:14
60 1348 小坂 修一郎 ｺｻｶ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ヴェルデ 神奈川県 1:42:18
61 1661 菊地 卓也 ｷｸﾁ ﾀｸﾔ 神奈川県 1:42:41
62 1723 大倉 功紀 ｵｵｸﾗ ｺｳｷ 東京都 1:43:09
63 1277 坂田 尚彦 ｻｶﾀ ﾅｵﾋｺ みなとみらいラン 神奈川県 1:43:15
64 1008 津島 康人 ﾂｼﾏ ﾔｽﾄ 神奈川県 1:43:24
65 1624 大井 義人 ｵｵｲ ﾖｼﾋﾄ 神奈川県 1:43:30
66 1686 小宮山 亮 ｺﾐﾔﾏ ｱｷﾗ 神奈川県 1:44:31
67 1338 中村 透 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ おとなのかけっこ 神奈川県 1:44:59
68 1402 鈴木 聡 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 二子玉川走友会 東京都 1:45:04
69 1692 宇留嶋 秀人 ｳﾙｼﾏ ﾋﾃﾞﾄ 神奈川県 1:45:15
70 1497 森川 博紀 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 1:45:49
71 1120 高田 幸典 ﾀｶﾀ ﾕｷﾉﾘ 埼玉県 1:45:55
72 1475 堀岡 正尚 ﾎﾘｵｶ ﾏｻﾅｵ ＮＲＥ 神奈川県 1:46:09
73 1346 市川 徳仁 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘﾋﾄ 埼玉県 1:46:13
74 1280 溝口 哲 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｻﾄﾙ チームカイト 神奈川県 1:46:22
75 1579 浅野 融 ｱｻﾉ ﾄｵﾙ 神奈川県 1:46:35
76 1381 桑原 忠夫 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞｵ Ｒｕｎｆｅｓｔａ 神奈川県 1:46:39
77 1027 有田 幸司 ｱﾘﾀ ｺｳｼﾞ 三重県 1:46:51
78 1476 緒方 和之 ｵｶﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 旭化成川崎 神奈川県 1:47:13
79 1333 佐々木 宏有 ｻｻｷ ﾋﾛﾅｵ 神奈川県 1:47:22
80 1601 神田 元輝 ｶﾝﾀﾞ ﾓﾄｷ ＳＲＣ 神奈川県 1:47:34
81 1618 清家 和也 ｾｲｹ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 1:47:45
82 1269 前西 宏昭 ﾏｴﾆｼ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:47:58
83 1339 片山 桂一 ｶﾀﾔﾏ ｹｲｲﾁ ジャッカル 神奈川県 1:48:18
84 1646 三崎 剛 ﾐｻｷ ﾂﾖｼ 神奈川県 1:49:10
85 1545 佐々木 茂和 ｻｻｷ ｼｹﾞｶｽﾞ チームトム 神奈川県 1:50:11
86 1668 小塚 亮一 ｺﾂﾞｶ ﾘｮｳｲﾁ 神奈川県 1:50:25
87 1161 藤本 篤嗣 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 東京都 1:50:27
88 1166 高田 洋平 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 1:50:34
89 1628 渡邊 淳一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ランニングデポ 神奈川県 1:50:56
90 1725 松村 輝幸 ﾏﾂﾑﾗ ﾃﾙﾕｷ 神奈川県 1:51:01
91 1487 市村 康良 ｲﾁﾑﾗ ﾔｽﾖｼ 神奈川県 1:51:24
92 1596 雫 靖昭 ｼｽﾞｸ ﾔｽｱｷ 神奈川県 1:51:26
93 1148 廣瀬 和徳 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 1:51:28
94 1342 山本 泰久 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋｻ 神奈川県 1:51:33
95 1079 黒澤 淳一 ｸﾛｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ ケイ・エス・アイ 神奈川県 1:51:38
96 1433 指田 純治 ｻｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ エアリズム 神奈川県 1:51:38
97 1043 江口 孝治 ｴｸﾞﾁ ﾀｶﾊﾙ 神奈川県 1:51:41
98 1386 内木 寛 ｳﾁｷ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:51:44
99 1693 市川 大輔 ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:51:50

100 1675 村田 健一 ﾑﾗﾀ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:51:51



2018/10/10 16:25:18 3 / 11 ページ Official Timer & Result By RECS

101 1130 丸山 高史 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｼ 神奈川県 1:51:59
102 1223 大内 悟 ｵｵｳﾁ ｻﾄﾙ 神奈川県 1:52:05
103 1535 壷内 貴彦 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾀｶﾋｺ 神奈川県 1:52:10
104 1039 落合 毅博 ｵﾁｱｲ ﾀｹﾋﾛ 東京都 1:52:16
105 1293 菅野 直人 ｶﾝﾉ ﾅｵﾄ 神奈川県 1:52:18
106 1153 齊藤 広貴 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:52:28
107 1407 井上 晶雄 ｲﾉｳｴ ｱｷｵ 神奈川県 1:52:30
108 1630 亀ヶ谷 行勝 ｶﾒｶﾞﾔ ﾕｷｶﾂ 茨城県 1:52:49
109 1309 金田 隆久 ｶﾈﾀﾞ ﾀｶﾋｻ チームさかちゃん 東京都 1:53:05
110 1527 渡邉 一良 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ ＮＥＣＳＴ 神奈川県 1:53:08
111 1179 古江 和宏 ﾌﾙｴ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 1:53:20
112 1382 川崎 大輔 ｶﾜｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:53:20
113 1544 澤谷 親彦 ｻﾜﾀﾆ ﾁｶﾋｺ 北陸銀行 神奈川県 1:53:21
114 1447 山口 達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 神奈川県 1:53:26
115 1229 鈴木 泰裕 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 1:53:36
116 1295 志村 武俊 ｼﾑﾗ ﾀｹﾄｼ 神奈川県 1:53:42
117 1644 工藤 吉史 ｸﾄﾞｳ ﾖｼﾌﾐ 日本精工 神奈川県 1:53:42
118 1553 永野 雅俊 ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾄｼ ヴィンセントＲＣ 東京都 1:53:48
119 1710 林 賢一 ﾊﾔｼ ｹﾝｲﾁ 日立システムズ 東京都 1:53:51
120 1429 篠原 直樹 ｼﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 神奈川県 1:53:52
121 1282 海野 敬太郎 ｳﾐﾉ ｹｲﾀﾛｳ 神奈川県 1:54:02
122 1409 服部 政仁 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾋﾄ 神奈川県 1:54:02
123 1086 礒崎 英明 ｲｿｻﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 1:54:06
124 1420 友野 英明 ﾄﾓﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 1:54:26
125 1154 荒井 伸佳 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 神奈川県 1:54:27
126 1703 井上 智広 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ ＦＲＣ東京 東京都 1:54:31
127 1511 落合 俊博 ｵﾁｱｲ ﾄｼﾋﾛ 東京都下水道局 東京都 1:54:43
128 1244 宮尾 裕二 ﾐﾔｵ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:54:47
129 1203 小山 修一 ｺﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 東京都 1:54:50
130 1685 林 宏昭 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ ＭＴ 東京都 1:54:54
131 1344 細倉 浩康 ﾎｿｸﾗ ﾋﾛﾔｽ 神奈川県 1:55:00
132 1526 小俣 朋昭 ｵﾏﾀ ﾄﾓｱｷ 都留髙３８期 神奈川県 1:55:06
133 1595 島本 勝紀 ｼﾏﾓﾄ ｶﾂﾉﾘ 東京都 1:55:28
134 1460 西山 征和 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 1:55:45
135 1570 佐々木 和樹 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ 神奈川県 1:55:45
136 1222 丹野 一行 ﾀﾝﾉ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 1:55:46
137 1477 池田 正憲 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 京都府 1:55:49
138 1131 浦野 千春 ｳﾗﾉ ﾁﾊﾙ 産総研 茨城県 1:55:51
139 1613 比企 正 ﾋｷ ﾏｻｼ 神奈川県 1:55:52
140 1514 日高 功 ﾋﾀﾞｶ ｲｻｵ 神奈川県 1:56:10
141 1656 柿沼 裕好 ｶｷﾇﾏ ﾕｳｺｳ 神奈川県 1:56:13
142 1112 山本 正芳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾖｼ 東京都 1:56:21
143 1413 出口 健二 ﾃﾞｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ チーム プア 神奈川県 1:56:39
144 1569 波多野 雅治 ﾊﾀﾉ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 1:56:40
145 1324 浦川 達郎 ｳﾗｶﾜ ﾀﾂﾛｳ スパキング 神奈川県 1:56:46
146 1311 佐々木 剛 ｻｻｷ ﾂﾖｼ スパキング 神奈川県 1:56:52
147 1638 杉山 歩 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ 東京都 1:57:20
148 1387 五月女 壮 ｻｵﾄﾒ ﾀｹｼ 神奈川県 1:57:21
149 1370 位頭 福太郎 ｲﾄｳ ﾌｸﾀﾛｳ さぶやま親じ会 神奈川県 1:57:25
150 1697 長嶺 和洋 ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:57:30
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151 1566 櫻井 政紀 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾉﾘ Ｂｒａｉｎ 神奈川県 1:57:35
152 1690 小山 幸英 ｺﾔﾏ ﾕｷﾋﾃﾞ イーサ・スタック 東京都 1:57:40
153 1104 田中 泰弘 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 1:58:17
154 1592 高橋 直人 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾄ 東京都 1:58:24
155 1014 和田 尚馬 ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾏ 東京都 1:58:26
156 1094 関 洋介 ｾｷ ﾖｳｽｹ ＮＢＳＨ 神奈川県 1:58:29
157 1554 谷本 豊 ﾀﾆﾓﾄ ﾕﾀｶ 東京都 1:58:35
158 1127 吉浜 雅幸 ﾖｼﾊﾏ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 1:58:38
159 1640 徳永 和馬 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ 神奈川県 1:59:06
160 1254 秦 紳一郎 ﾊﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:59:09
161 1334 田代 弘康 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾔｽ ざっく 神奈川県 1:59:11
162 1063 岸 勝 ｷｼ ﾏｻﾙ ａｚｂｉｌ 神奈川県 1:59:36
163 1099 中西 誠 ﾅｶﾆｼ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:59:40
164 1521 村上 勝則 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾉﾘ ゼロベースＲＣ 東京都 1:59:45
165 1655 神田 文彦 ｶﾝﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ ■Ｋａｅ■ 東京都 1:59:52
166 1643 井上 秀秋 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 1:59:54
167 1103 疋田 智治 ﾋｷﾀ ﾄﾓﾊﾙ 東京都 1:59:55
168 1152 宮島 卓也 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾔ ＴＴＬａ陸上部 埼玉県 2:00:13
169 1146 金子 賢一 ｶﾈｺ ｹﾝｲﾁ 東京都 2:00:22
170 1003 吉田 健司 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ひつじチーム 神奈川県 2:00:23
171 1412 末木 寛浩 ｽｴｷ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 2:00:27
172 1567 新居 康史 ﾆｲ ﾔｽｼ 神奈川県 2:00:37
173 1575 宮崎 国彦 ﾐﾔｻﾞｷ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 2:00:43
174 1456 加藤 乃理光 ｶﾄｳ ﾉﾘﾐﾂ 神奈川県 2:01:03
175 1250 隅田 真生 ｽﾐﾀ ﾏｻｵ Ｔｅａｍ国際Ｒｕｎ 東京都 2:01:17
176 1695 木島 崇 ｷｼﾞﾏ ﾀｶｼ 千葉県 2:01:43
177 1509 中久保 将 ﾅｶｸﾎﾞ ｼｮｳ 神奈川県 2:01:51
178 1588 斉藤 嘉一 ｻｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 2:01:54
179 1586 古殿 三郎 ﾌﾙﾄﾉ ｻﾌﾞﾛｳ 神奈川県 2:02:10
180 1696 松永 圭 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲ 神奈川県 2:02:20
181 1100 原嶋 秀晃 ﾊﾗｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 2:02:32
182 1404 荒居 裕明 ｱﾗｲ ﾋﾛｱｷ ＦＲＣ 神奈川県 2:02:39
183 1359 鈴木 孝司 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 城山人 神奈川県 2:02:44
184 1704 菅原 利克 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼｶﾂ 菱熱工業 神奈川県 2:02:54
185 1590 治部 太一 ｼﾞﾍﾞ ﾀｲﾁ 神奈川県 2:03:02
186 1004 小山 宏高 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 2:03:06
187 1711 池田 善博 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ びびちゃんず 神奈川県 2:03:08
188 1115 渕上 俊輔 ﾌﾁｶﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 岐阜県 2:03:11
189 1066 吉田 直好 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 神奈川県 2:03:21
190 1095 松本 大佑 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ ＤＡＳＨ 神奈川県 2:03:29
191 1026 高木 友博 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ ぽにゃにゃんず 神奈川県 2:03:40
192 1599 大下 晋司 ｵｵｼﾀ ｼﾝｼﾞ 東京都 2:03:57
193 1431 前田 友行 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 2:04:05
194 1637 梅原 達也 ｳﾒﾊﾗ ﾀﾂﾔ 神奈川県 2:04:15
195 1422 藤田 裕樹 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 東京都 2:04:27
196 1116 吉田 良徳 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 2:04:33
197 1488 塚田 亮一 ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 神奈川県 2:04:37
198 1650 松尾 栄二 ﾏﾂｵ ｴｲｼﾞ 松尾電設 神奈川県 2:04:43
199 1587 永野 耕平 ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾍｲ 遊快走会 神奈川県 2:04:52
200 1284 黒田 哲司 ｸﾛﾀﾞ ｻﾄｼ Ｌ．Ｌ．Ｂｅａｎ 東京都 2:05:07
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201 1108 七條 浩二 ｼﾁｼﾞｮｳ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:05:09
202 1101 伊藤 寿央 ｲﾄｳ ﾋｻｵ 東京都 2:05:16
203 1351 安間 実 ﾔｽﾏ ﾐﾉﾙ 東京都 2:05:32
204 1156 佐藤 越史 ｻﾄｳ ｴﾂｼ 東京都 2:05:35
205 1658 河上 篤宏 ｶﾜｶﾐ ﾄｸﾋﾛ 神奈川県 2:05:43
206 1676 澤田 浩史 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ Ｔｅａｍこば 神奈川県 2:05:47
207 1737 石山 恵一 ｲｼﾔﾏ ｹｲｲﾁ 神奈川県 2:05:51
208 1416 利岡 和範 ﾄｼｵｶ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 2:05:51
209 1647 日野 賢一 ﾋﾉ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 2:06:09
210 1291 横田 俊介 ﾖｺﾀ ｼｭﾝｽｹ 東京都 2:06:27
211 1034 井上 智美 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ 神奈川県 2:06:35
212 1472 中澤 吏 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂｶｻ 神奈川県 2:06:46
213 1126 里見 穣 ｻﾄﾐ ﾕﾀｶ セサミ大船 神奈川県 2:06:48
214 1490 小山 俊一 ｺﾔﾏ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 2:06:53
215 1028 小暮 慎太郎 ｺｸﾞﾚ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 2:06:54
216 1392 佐藤 眞 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 東京都 2:06:56
217 1619 樋爪 一雄 ﾄｲﾂﾞﾒ ｶｽﾞｵ 神奈川県 2:07:07
218 1582 小野 裕國 ｵﾉ ﾋﾛｸﾆ 神奈川県 2:07:10
219 1419 早坂 哲郎 ﾊﾔｻｶ ﾃﾂｵ ぎんなんＦＣ 神奈川県 2:07:10
220 1235 薄井 進一郎 ｳｽｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ ギリギリ先輩 神奈川県 2:07:43
221 1524 白岩 直樹 ｼﾗｲﾜ ﾅｵｷ 東京都 2:08:03
222 1147 鵜野 直樹 ｳﾉ ﾅｵｷ 神奈川県 2:08:13
223 1620 山本 拓也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾔ 東京都 2:08:13
224 1332 薬師神 学 ﾔｸｼｼﾞﾝ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 2:08:27
225 1611 星川 誠 ﾎｼｶﾜ ﾏｺﾄ 三菱重工 神奈川県 2:08:44
226 1174 小林 信之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ のんでらーず 神奈川県 2:09:14
227 1714 日下 悟 ｸｻｶ ｻﾄﾙ 神奈川県 2:09:28
228 1135 岩井 重陽 ｲﾜｲ ｼｹﾞｱｷ 神奈川県 2:09:36
229 1265 高林 敏行 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 東京都 2:09:38
230 1510 神保 達弘 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾀﾂﾋﾛ 神奈川県 2:09:39
231 1106 吉田 秀男 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 東京都 2:09:45
232 1083 松沼 幸弘 ﾏﾂﾇﾏ ﾕｷﾋﾛ さぶやま親じ会 神奈川県 2:09:52
233 1167 久保 友裕 ｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 2:10:04
234 1040 鯉田 圭人 ｺｲﾀﾞ ｹｲﾄ 神奈川県 2:10:04
235 1226 鈴木 淳 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ むらさき凸坊ＲＴ 神奈川県 2:10:14
236 1078 柳澤 智也 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓﾔ 神奈川県 2:10:15
237 1098 工藤 泰 ｸﾄﾞｳ ﾔｽｼ アズビル 神奈川県 2:10:26
238 1684 重田 豊 ｼｹﾞﾀ ﾕﾀｶ ＳＳＫ 神奈川県 2:10:37
239 1516 村山 真一 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 2:11:08
240 1438 本多 寛 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:11:10
241 1401 梅原 昌樹 ｳﾒﾊﾗ ﾏｻｷ 神奈川県 2:11:11
242 1660 横山 徹 ﾖｺﾔﾏ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:11:21
243 1683 松本 善之 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 東京都 2:11:22
244 1623 岩永 憲明 ｲﾜﾅｶﾞ ﾄｼｱｷ 神奈川県 2:11:30
245 1478 政谷 学 ﾏｻﾀﾆ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 2:11:58
246 1563 三田寺 琢磨 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾀｸﾏ 東京都 2:12:04
247 1012 長田 誠 ﾅｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:12:04
248 1180 藤枝 智和 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 神奈川県 2:12:09
249 1593 柏木 雅充 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾐﾂ 神奈川県 2:12:43
250 1464 鳥丸 宏樹 ﾄﾘﾏﾙ ﾋﾛｷ 埼玉県 2:13:02
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251 1432 入江 一芳 ｲﾘｴ ｶｽﾞﾖｼ 千葉県 2:13:19
252 1163 西山 暢樹 ﾆｼﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ 神奈川県 2:13:40
253 1193 西田 将一 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 2:13:42
254 1155 岩舘 満雄 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾐﾂｵ 東京都 2:13:43
255 1485 宮澤 雅彦 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 東京都 2:13:44
256 1065 水澤 一郎 ﾐｽﾞｻﾜ ｲﾁﾛｳ 細谷達司商店 神奈川県 2:13:51
257 1015 野村 仁一 ﾉﾑﾗ ﾆｲﾁ 日本ハム東販売（株） 神奈川県 2:13:59
258 1634 柴崎 秀勝 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾋﾃﾞｶﾂ 神奈川県 2:13:59
259 1258 玉城 安次 ﾀﾏｷ ﾔｽｼﾞ 神奈川県 2:14:12
260 1525 水島 正人 ﾐｽﾞｼﾏ ﾏｻﾄ 神奈川県 2:14:33
261 1679 鈴木 淳史 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 千葉県 2:14:35
262 1051 富崎 尚志 ﾄﾐｻｷ ﾋｻｼ 神奈川県 2:15:01
263 1377 清水 譲 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｮｳ 東京都 2:15:19
264 1489 高橋 渉 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ オーテック 神奈川県 2:15:25
265 1435 古賀 大志 ｺｶﾞ ﾀｲｼ 東京都 2:15:31
266 1210 山下 昇 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ そふとくりーむ 神奈川県 2:15:35
267 1355 辻本 一茂 ﾂｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｼｹﾞ 神奈川県 2:15:40
268 1317 村野 武史 ﾑﾗﾉ ﾀｹﾋﾄ 東京都 2:15:50
269 1305 滑川 智司 ﾅﾒｶﾜ ｻﾄｼ 神奈川県 2:15:51
270 1242 松本 亮 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ ココノノ 神奈川県 2:15:52
271 1426 藤堂 高志 ﾄｳﾄﾞｳ ﾀｶｼ 神奈川県 2:16:00
272 1036 近藤 篤 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 東京都 2:16:27
273 1732 島田 美治 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ 神奈川県 2:16:29
274 1522 府川 竜彦 ﾌｶﾜ ﾀﾂﾋｺ 神奈川県 2:16:50
275 1691 塩澤 浩一 ｼｵｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 神奈川県 2:16:51
276 1589 福田 誠 ﾌｸﾀﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:16:58
277 1341 野崎 直行 ﾉｻﾞｷ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 2:17:14
278 1709 大室 克弘 ｵｵﾑﾛ ｶﾂﾋﾛ 東京都 2:17:18
279 1713 松本 学 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 2:17:50
280 1093 石川 進 ｲｼｶﾜ ｽｽﾑ 東京都 2:18:09
281 1729 飯坂 直樹 ｲｲｻﾞｶ ﾅｵｷ 神奈川県 2:18:13
282 1502 多賀 鉄朗 ﾀｶﾞ ﾃﾂﾛｳ アデニウムＧ連 東京都 2:18:14
283 1458 三崎 悟郎 ﾐｻｷ ｺﾞﾛｳ 神奈川県 2:18:15
284 1330 大西 一孝 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川県 2:18:25
285 1171 富田 健太郎 ﾄﾐﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 2:18:34
286 1636 北島 豊 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕﾀｶ ＡＧＣ 神奈川県 2:18:45
287 1175 高波 広行 ﾀｶﾅﾐ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:18:51
288 1700 山崎 勝広 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ ＭＨＩＥＣ 神奈川県 2:19:04
289 1275 植村 典弘 ｳｴﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ 京都府 2:19:07
290 1192 西口 利浩 ﾆｼｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 2:19:08
291 1133 本橋 正則 ﾓﾄﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 東京都 2:19:26
292 1583 飯村 太一郎 ｲｲﾑﾗ ﾀｲﾁﾛｳ ルネサンス 神奈川県 2:19:30
293 1449 池ノ谷 洋一 ｲｹﾉﾔ ﾖｳｲﾁ 八王子市役所 東京都 2:19:35
294 1495 野上 英希 ﾉｶﾞﾐ ﾋﾃﾞｷ 東京都 2:19:50
295 1720 飛田 秀樹 ﾄﾋﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:19:56
296 1523 三好 翼 ﾐﾖｼ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 2:20:00
297 1189 吉田 洋幸 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 2:20:18
298 1731 出口 聡 ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ 神奈川県 2:20:25
299 1727 津田 洋助 ﾂﾀﾞ ﾖｳｽｹ 東京都 2:20:27
300 1712 山内 博 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:20:29
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301 1347 井上 茂 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾙ 東京都 2:20:39
302 1097 山岸 壮吾 ﾔﾏｷﾞｼ ｼｮｳｺﾞ ＣＯＣＫＰＩＴ 神奈川県 2:21:03
303 1603 齋藤 彰則 ｻｲﾄｳ ｱｷﾉﾘ 東京都 2:21:41
304 1274 柱本 英樹 ﾊｼﾗﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 東京都 2:22:00
305 1615 七理 誉晃 ｼﾁﾘ ﾀｶｱｷ 神奈川県 2:22:22
306 1512 佐藤 真 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:22:28
307 1178 神谷 亙 ｶﾐﾔ ﾜﾀﾙ 神奈川県 2:22:31
308 1198 沼澤 剛志 ﾇﾏｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 神奈川県 2:22:44
309 1105 山本 宣孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾀｶ 神奈川県 2:22:44
310 1648 宮崎 薫 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｵﾙ 東京都 2:22:50
311 1507 高山 一樹 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 神奈川県 2:23:01
312 1256 小川 順 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 東京都 2:23:11
313 1303 渡辺 隆仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾄ 東武警備サポート 神奈川県 2:23:20
314 1371 和田 和夫 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ 和田製作所 長野県 2:23:26
315 1301 川西 明洋 ｶﾜﾆｼ ｱｷﾋﾛ 静岡県 2:23:30
316 1667 土居 謙三 ﾄﾞｲ ｹﾝｿﾞｳ 神奈川県 2:23:36
317 1350 北橋 裕司 ｷﾀﾊｼ ﾕｳｼﾞ 三菱電機特機 神奈川県 2:23:40
318 1572 山村 光史 ﾔﾏﾑﾗ ｺｳｼ ＧＳユアサ 神奈川県 2:23:41
319 1410 松丸 良太郎 ﾏﾂﾏﾙ ﾘｮｳﾀﾛｳ 栃木県 2:24:10
320 1605 本美 博幸 ﾎﾝﾐ ﾋﾛﾕｷ さぶやま親じ会 神奈川県 2:24:24
321 1191 佐藤 孝司 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 神奈川県 2:24:30
322 1181 中田 啓一 ﾅｶﾀ ｹｲｲﾁ 神奈川県 2:24:33
323 1206 清水 洋 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 東京都 2:24:36
324 1385 岩田 義丸 ｲﾜﾀ ﾖｼﾏﾙ 埼玉県 2:24:43
325 1491 塩塚 修 ｼｵﾂｶ ｵｻﾑ 神奈川県 2:24:57
326 1397 野中 三千人 ﾉﾅｶ ﾐﾁﾄ 神奈川県 2:25:05
327 1090 弦巻 充樹 ﾂﾙﾏｷ ﾖｼｷ サンエークラブ 東京都 2:25:17
328 1200 菅沼 啓至 ｽｶﾞﾇﾏ ｹｲｼﾞ 神奈川県 2:25:23
329 1165 鈴木 宏和 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 元車ＪＣ 神奈川県 2:25:51
330 1659 古賀 充 ｺｶﾞ ﾀｶｼ 千葉県 2:25:55
331 1182 山崎 康孝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽﾀｶ 神奈川県 2:26:01
332 1343 萩原 健一郎 ﾊｷﾞﾊﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:26:04
333 1047 赤間 知行 ｱｶﾏ ﾄﾓﾕｷ 東京都 2:26:09
334 1084 福田 明秀 ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋﾃﾞ 神奈川県 2:26:12
335 1069 山中 日出男 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞｵ ぎんなんＦＣ 神奈川県 2:26:20
336 1735 辻 貴史 ﾂｼﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 2:26:20
337 1483 萩原 剛 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 日本ハム株式会社 神奈川県 2:26:26
338 1664 望月 崇由 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｶﾖｼ 神奈川県 2:26:31
339 1722 鈴木 隆浩 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 2:26:33
340 1672 平野 修一 ﾋﾗﾉ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 2:26:39
341 1184 森 浩一 ﾓﾘ ｺｳｲﾁ ＥＲＣ 神奈川県 2:26:43
342 1657 橋本 和彦 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 2:26:57
343 1607 汐見 暢恭 ｼｵﾐ ﾉﾌﾞﾔｽ 神奈川県 2:27:05
344 1190 米山 周作 ﾖﾈﾔﾏ ｼｭｳｻｸ 神奈川県 2:27:09
345 1653 杉浦 孝雄 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶｵ 神奈川県 2:27:34
346 1585 松本 克史 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾐ ららら湘南 神奈川県 2:27:38
347 1068 柿崎 圭 ｶｷｻﾞｷ ｹｲ 東京都 2:27:43
348 1375 安藤 陽 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｳ 神奈川県 2:27:56
349 1207 井手 幸生 ｲﾃﾞ ﾕｷｵ 東京都 2:28:11
350 1240 和田 剛二 ﾜﾀﾞ ｺｳｼﾞ 猛走クラブ 神奈川県 2:28:15
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351 1437 杉本 裕章 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 静岡県 2:28:29
352 1018 中川 章 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾗ 埼玉県 2:28:38
353 1318 早川 崇弘 ﾊﾔｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 東京都 2:28:41
354 1308 田仲 紀彦 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾋｺ メイテック 神奈川県 2:28:55
355 1551 立川 裕正 ﾀﾁｶﾜ ﾋﾛﾏｻ 神奈川県 2:29:00
356 1121 金子 温 ｶﾈｺ ｱﾂｼ 神奈川県 2:29:04
357 1629 小串 日出樹 ｵｸﾞｼ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:29:17
358 1140 仲戸川 正仁 ﾅｶﾄｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 神奈川県 2:29:35
359 1055 山中 宏之 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:29:45
360 1707 芦原 浩史 ｱｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:29:54
361 1467 不破 裕太 ﾌﾜ ﾕｳﾀ 東京都 2:30:00
362 1292 藤田 勇介 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:30:02
363 1230 広瀬 伸明 ﾋﾛｾ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 2:30:10
364 1264 大橋 俊輔 ｵｵﾊｼ ｼｭﾝｽｹ リーフィアＲＣ 東京都 2:30:12
365 1505 溝口 昌也 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 埼玉県 2:30:14
366 1038 宮本 諭 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄｼ 神奈川県 2:30:18
367 1283 内田 長生 ｳﾁﾀﾞ ﾋｻｵ 神奈川県 2:30:18
368 1029 佐藤 洋一 ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 2:30:20
369 1217 中野 昌則 ﾅｶﾉ ﾏｻﾉﾘ 東京都 2:30:46
370 1089 福士 伸一郎 ﾌｸｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:30:46
371 1405 上野 弘靖 ｳｴﾉ ﾋﾛﾔｽ 神奈川県 2:30:47
372 1024 安部 聡 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ 防衛省防衛装備庁 東京都 2:31:26
373 1649 片桐 康裕 ｶﾀｷﾞﾘ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 2:31:41
374 1006 小澤 敏宏 ｵｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 2:31:43
375 1598 渡辺 淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:31:52
376 1205 堀 正晃 ﾎﾘ ﾏｻｱｷ 神奈川県 2:32:06
377 1440 三瓶 善生 ｻﾝﾍﾟｲ ﾖｼﾅﾘ 神奈川県 2:32:07
378 1327 高橋 良樹 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ ランニング逗子 神奈川県 2:32:14
379 1286 高田 和明 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 埼玉県 2:32:35
380 1506 尾鷲 賢一 ｵﾜｼ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 2:32:38
381 1087 早坂 忠洋 ﾊﾔｻｶ ﾀﾀﾞﾋﾛ 神奈川県 2:32:57
382 1360 髙井 寿 ﾀｶｲ ﾄｼ 荏原 神奈川県 2:33:04
383 1212 長田 靖 ﾅｶﾞﾀ ｵｻﾑ 神奈川県 2:33:05
384 1253 多比良 公成 ﾀﾋﾗ ｺｳｾｲ 神奈川県 2:33:28
385 1606 田中 清仁 ﾀﾅｶ ｷﾖﾋﾄ マリノスＲＣ 神奈川県 2:33:33
386 1454 坂上 智英 ｻｶｳｴ ﾄﾓﾋﾃﾞ 横浜瀬谷走友会 神奈川県 2:33:54
387 1172 有本 隆二 ｱﾘﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県 2:33:54
388 1186 芳賀 啓喜 ﾊｶﾞ ｹｲｷ 神奈川県 2:33:56
389 1270 吉田 達生 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｵ 埼玉県 2:33:58
390 1077 向後 正樹 ｺｳｺﾞ ﾏｻｷ ザ・スペース 神奈川県 2:34:04
391 1531 原 志朗 ﾊﾗ ｼﾛｳ 神奈川県 2:34:08
392 1187 小西 勝久 ｺﾆｼ ｶﾂﾋｻ 神奈川県 2:34:21
393 1513 石井 洋平 ｲｼｲ ﾖｳﾍｲ 東京都 2:34:23
394 1251 渋江 拓郎 ｼﾌﾞｴ ﾀｸﾛｳ 神奈川県 2:34:45
395 1706 金本 昌也 ｶﾅﾓﾄ ﾏｻﾔ 神奈川県 2:35:01
396 1584 沖 直弘 ｵｷ ﾅｵﾋﾛ 神奈川県 2:35:59
397 1678 奥田 孝一 ｵｸﾀﾞ ｺｳｲﾁ 千葉県 2:36:03
398 1219 中村 和正 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ フィジー走会 神奈川県 2:36:05
399 1261 石川 久 ｲｼｶﾜ ﾋｻｼ 神奈川県 2:36:44
400 1227 相馬 和也 ｿｳﾏ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 2:36:52
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401 1393 内田 栄喜 ｳﾁﾀﾞ ｴｲｷ 神奈川県 2:36:58
402 1213 森川 稔 ﾓﾘｶﾜ ﾐﾉﾙ もりごめ！ 神奈川県 2:37:14
403 1081 村上 貴久 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋｻ 神奈川県 2:37:15
404 1674 御舘 康成 ｵﾀﾁ ﾔｽﾅﾘ ビーエムダブリュ 神奈川県 2:37:21
405 1699 賀川 博昭 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 2:37:42
406 1734 上田 大 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾙ 神奈川県 2:37:58
407 71002 ＳＡＬＤＡＮＡ ＬＯＵＩＳ 2:37:59
408 1325 遠藤 康博 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ ヒマワリＲＣ 東京都 2:38:00
409 1142 堀江 隆志 ﾎﾘｴ ﾀｶｼ 神奈川県 2:38:05
410 1604 藤井 樹維 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭｲ 東京都 2:38:15
411 1124 三和 直 ﾐﾜ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 2:38:33
412 1580 坂本 茂 ｻｶﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 2:38:42
413 1576 竹澤 隆史 ﾀｹｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 国際ＲＵＮ 東京都 2:39:06
414 1231 黒川 浩一 ｸﾛｶﾜ ｺｳｲﾁ 東京都 2:39:13
415 1335 青木 勝彦 ｱｵｷ ｶﾂﾋｺ ざっく 神奈川県 2:39:20
416 1064 栗田 貴之 ｸﾘﾀ ﾀｶﾕｷ 東京都 2:39:24
417 1216 三澤 英彦 ﾐｻﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ 東京都 2:39:32
418 1053 田中 学 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 2:39:32
419 1085 佐藤 啓一郎 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 猛走会 東京都 2:39:52
420 1669 徳田 真也 ﾄｸﾀﾞ ｼﾝﾔ 神奈川県 2:39:57
421 1561 春原 哲治 ｽﾉﾊﾗ ﾃﾂｼﾞ 東京都 2:40:12
422 1197 本多 郁夫 ﾎﾝﾀﾞ ｲｸｵ 神奈川県 2:40:54
423 1307 義平 隆之 ﾖｼﾋﾗ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 2:41:04
424 1689 井上 晋次 ｲﾉｳｴ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 2:41:19
425 1356 久次 智文 ﾋｻﾂｸﾞ ﾄﾓﾌﾐ 神奈川県 2:41:24
426 1056 太田 高弥 ｵｵﾀ ﾀｶﾔ 神奈川県 2:41:26
427 1285 鈴木 政矢 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ 神奈川県 2:41:36
428 1573 金子 隆之 ｶﾈｺ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 2:42:01
429 1290 鈴木 功 ｽｽﾞｷ ｲｻｵ 神奈川県 2:42:22
430 1378 綱田 誉麗 ﾂﾅﾀ ｼｹﾞﾖｼ 神奈川県 2:42:45
431 1631 新井 辰介 ｱﾗｲ ｼﾝｽｹ ベルデンタル 東京都 2:43:28
432 1059 工藤 啓志 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:43:50
433 1054 平井 亨 ﾋﾗｲ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:44:09
434 1314 富張 直樹 ﾄﾐﾊﾘ ﾅｵｷ 埼玉県 2:44:23
435 1612 入澤 清次 ｲﾘｻﾜ ｾｲｼﾞ 東京都 2:44:25
436 1238 隈本 秀二 ｸﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 2:44:26
437 1571 山口 剛史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ 神奈川県 2:44:41
438 1201 宮田 伸介 ﾐﾔﾀﾞ ｼﾝｽｹ 神奈川県 2:44:46
439 1687 伊藤 幹夫 ｲﾄｳ ﾐｷｵ サウス１１ＦＣ 神奈川県 2:44:49
440 1560 井上 大 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲ 東京都 2:44:55
441 1082 幾野 裕次 ｲｸﾉ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 2:44:57
442 1717 細田 暁伸 ﾎｿﾀ ｱｷﾉﾌﾞ 東京都 2:45:19
443 1468 平川 薫 ﾋﾗｶﾜ ｶｵﾙ 神奈川県 2:45:37
444 1480 川合 康太 ｶﾜｲ ｺｳﾀ 東京都 2:45:39
445 1267 藤川 洋一 ﾌｼﾞｶﾜ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 2:46:31
446 1159 小木 三郎 ｺｷﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 東京都 2:46:42
447 1568 河野 大介 ｺｳﾉ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 2:46:51
448 1632 齋藤 之博 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾋﾛ 東京都 2:47:13
449 1473 風間 正彦 ｶｻﾞﾏ ﾏｻﾋｺ 東京都 2:47:16
450 1032 團 邦男 ﾀﾞﾝ ｸﾆｵ 神奈川県 2:48:02
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451 1266 緑川 智樹 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾄﾓｷ 神奈川県 2:48:09
452 1492 新村 篤史 ﾆｲﾑﾗ ｱﾂﾌﾐ 神奈川県 2:48:11
453 1204 中山 義英 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ 神奈川県 2:48:25
454 1243 栗城 貴志 ｸﾘｷ ﾀｶｼ 神奈川県 2:48:53
455 1188 山岸 昌也 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ 神奈川県 2:49:03
456 1621 毛利 公彦 ﾓｳﾘ ｷﾐﾋｺ ＪＯＣＶＰＫ 東京都 2:49:10
457 1736 塚越 有宏 ﾂｶｺｼ ｱﾘﾋﾛ 神奈川県 2:49:41
458 1574 大谷 尚之 ｵｵﾀﾆ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 2:49:55
459 1316 堀内 正和 ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 初代南富連合 東京都 2:50:03
460 1183 小林 耕一 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 神奈川県 2:50:24
461 1417 宍戸 義治 ｼｼﾄﾞ ﾖｼﾊﾙ 神奈川県 2:50:31
462 1540 矢野 和之 ﾔﾉ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 2:50:41
463 1278 伊藤 拓 ｲﾄｳ ﾀｸ 東京都 2:51:27
464 1035 重松 秀行 ｼｹﾞﾏﾂ ﾋﾃﾞﾕｷ ざっく 東京都 2:51:28
465 1701 岡村 学 ｵｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 2:51:31
466 1361 小野田 勝 ｵﾉﾀﾞ ﾏｻﾙ 東京都 2:51:36
467 1549 葦沢 武 ｱｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ 神奈川県 2:52:08
468 1594 田村 直久 ﾀﾑﾗ ﾅｵﾋｻ ルネサンス光が丘 東京都 2:52:32
469 1088 田中 正宏 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 2:52:49
470 1591 小川 昌則 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ ＹＦマリノスＲＣ 神奈川県 2:53:01
471 1508 道脇 正樹 ﾐﾁﾜｷ ﾏｻｷ 神奈川県 2:53:03
472 1357 三原 政通 ﾐﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ 東京都 2:53:12
473 1208 齊藤 理人 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 神奈川県 2:53:17
474 1504 山田 政浩 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:53:29
475 1096 坂本 斉 ｻｶﾓﾄ ﾋﾄｼ ＲＥＧテクノラン 神奈川県 2:54:05
476 1236 武田 真司 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 日本山村硝子走友会 神奈川県 2:54:06
477 1233 金刺 恭孝 ｶﾅｻﾞｼ ﾔｽﾀｶ 東芝府中で勤務 神奈川県 2:54:07
478 1294 横川 一樹 ﾖｺｶﾜ ｶｽﾞｷ さわやかランナーズ 東京都 2:54:09
479 1214 本田 諭 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ 東京都 2:54:26
480 1260 南部 光行 ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾂﾕｷ 神奈川県 2:54:38
481 1373 田中 良彦 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋｺ チームナイスラン 神奈川県 2:55:01
482 1461 清水 康裕 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ ＥＹＡＣＣ 千葉県 2:55:21
483 1481 服部 敦 ﾊｯﾄﾘ ｱﾂｼ 神奈川県 2:55:57
484 1259 菊池 真 ｷｸﾁ ﾏｺﾄ Ｓｏｕｔｈ１１ 神奈川県 2:56:04
485 1724 久保 光弘 ｸﾎﾞ ﾐﾂﾋﾛ 神奈川県 2:56:15
486 1726 藤村 広太 ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳﾀ 神奈川県 2:56:33
487 1406 忠内 貴直 ﾀﾀﾞｳﾁ ﾀｶﾅｵ 東京都 2:56:34
488 1119 水越 正二 ﾐｽﾞｺｼ ｼｮｳｼﾞ 神奈川県 2:56:58
489 1609 清水 俊行 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 2:57:04
490 1614 鈴木 久智 ｽｽﾞｷ ﾋｻﾄﾓ ＲＦＢ 神奈川県 2:57:05
491 1263 渡邊 元幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄﾕｷ 神奈川県 2:57:08
492 1398 原 達郎 ﾊﾗ ﾀﾂﾛｳ 東京都 2:57:17
493 1380 辻 充晋 ﾂｼﾞ ﾐﾁｱｷ 神奈川県 2:57:27
494 1020 宇田川 康二 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:57:43
495 1362 村田 雅彦 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 2:57:50
496 1199 鈴木 道雄 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｵ 神奈川県 2:58:22
497 1602 佐藤 正伸 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ キングペリカン 神奈川県 2:58:42
498 1117 大蔵 利宗 ｵｵｸﾗ ﾄｼﾑﾈ 神奈川県 2:58:43
499 1145 大宜味 朝俊 ｵｵｷﾞﾐ ｱｻﾄｼ 東京都 2:59:00
500 1149 海藻 泰貴 ｶｲｿｳ ﾔｽﾀｶ 東京都 2:59:28
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501 1252 村田 顕司 ﾑﾗﾀ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:59:29
502 1300 中島 治 ﾅｶｼﾞﾏ ｵｻﾑ ＰＦＵ 神奈川県 2:59:31
503 1143 関 浩二 ｾｷ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:59:46
504 1241 久野 孝広 ｸﾉ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 2:59:57
505 1176 小柳 智彦 ｵﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 3:00:12
506 1022 中川 浩一 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 神奈川県 3:00:23
507 1257 西居 竜也 ﾆｼｲ ﾀﾂﾔ 神奈川県 3:00:50
508 1221 中野 達郎 ﾅｶﾉ ﾀﾂﾛｳ 極楽湯 皇居ラン部 東京都 3:01:01
509 1414 藤原 良嗣 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 3:01:23
510 1681 中島 明彦 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾋｺ ドラール 神奈川県 3:01:23
511 1177 中原 正伸 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 神奈川県 3:02:05
512 1328 池田 直人 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾄ 横浜スリーボンド 神奈川県 3:02:30
513 1434 安保 長一 ｱﾎﾞ ﾁｮｳｲﾁ 神奈川県 3:02:50
514 1313 野川 賢一 ﾉｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 3:03:48
515 1011 川村 義隆 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 川村運走 東京都 3:04:43
516 1718 河合 謙一郎 ｶﾜｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 3:04:50
517 1071 下田 祐二 ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 3:05:45
518 1296 秋山 純一 ｱｷﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 3:06:01
519 1702 千葉 直紀 ﾁﾊﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 3:07:01
520 1555 堀田 大樹 ﾎｯﾀ ｵｵｷ 神奈川県 3:08:10
521 1268 酒巻 利光 ｻｶﾏｷ ﾄｼﾐﾂ 神奈川県 3:08:19
522 1465 高嶋 大輔 ﾀｶｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ シティグループ 東京都 3:08:24
523 1436 小田 俊樹 ｵﾀﾞ ﾄｼｷ ツルミド 神奈川県 3:10:21
524 1455 森 敦宏 ﾓﾘ ｱﾂﾋﾛ 神奈川県 3:12:10
525 1215 堀米 義徳 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾖｼﾉﾘ もりごめ！ 東京都 3:12:56
526 1091 鈴木 浩之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 株式会社柴橋商会 神奈川県 3:13:05
527 1033 安西 達也 ｱﾝｻﾞｲ ﾀﾂﾔ 神奈川県 3:13:27
528 1340 井上 裕次 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 3:14:43
529 1017 神野 大輔 ｶﾝﾉ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 3:14:55
530 1162 白神 康範 ｼﾗｶﾞ ﾔｽﾉﾘ 神奈川県 3:15:33
531 1312 長久保 修 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ｵｻﾑ （有）協江研磨 神奈川県 3:15:39
532 1556 野中 寛之 ﾉﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 3:16:15
533 1721 臼井 亮 ｳｽｲ ﾘｮｳ 神奈川県 3:16:16
534 1202 秋山 浩範 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県 3:19:00
535 1255 高田 敏弘 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 3:20:43
536 1322 栗原 亮 ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳ 神奈川県 3:21:50
537 1578 一郎 西宗 ｲﾁﾛｳ ﾆｼﾑﾈ 郵船ロジ 東京都 3:22:20
538 1486 村山 正城 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻｼﾛ 神奈川県 3:23:01
539 1109 赤坂 宗則 ｱｶｻｶ ﾑﾈﾉﾘ 神奈川県 3:23:36
540 1031 笠原 秀幸 ｶｻﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 3:24:47
541 1209 木田 裕文 ｷﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 3:26:17
542 1577 石上 賢一 ｲｼｶﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 3:27:50
543 1009 小林 俊輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 3:27:57
544 1484 川崎 富茂 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾀｶ 東京都 3:29:04
545 1037 矢島 康雄 ﾔｼﾞﾏ ﾔｽｵ 神奈川県 3:31:15


